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(57)【要約】
【課題】遊技者の操作手段の操作への意欲や関心度を高
め、もって操作手段を有効に活用し、操作手段の価値を
高めることができる弾球遊技機を提供すること。
【解決手段】予め設定された特定の演出表示の所定期間
中に操作手段である演出ボタン１５が操作されると、大
当りとなるか否かの判定の結果を示唆する示唆演出が行
われる弾球遊技機において、演出ボタン１５を操作不能
にロックせしめるロック手段５５５と、演出ボタン１５
が操作不能にロックされること又はロックされているこ
とを報知するロック報知手段と、遊技者の行動により予
め設定された所定の条件が満たされることで、演出ボタ
ン１５のロックを解除する、又はロックを回避させる解
除手段と、前記条件を報知する条件報知手段と、条件が
成立したか否かを判定する条件判定手段とを備え、条件
が成立しなかった場合には、演出ボタン１５を操作不能
にロックせしめ、前記示唆演出を行わない構成とする。
【選択図】　　　　図２５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　始動口への遊技球の入球に起因して抽出した乱数値によって遊技者に有利な大当り遊技
を発生させるか否かの当否判定を行う大当り判定手段と、
　前記当否判定の結果を特別図柄が確定表示されることによって報知する特別図柄表示装
置と、
　前記特別図柄の擬似演出を表示する演出図柄表示装置と、
　遊技の演出に用いるように遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、
　予め設定された特定の演出表示の所定期間中に前記操作手段が操作されると、前記演出
図柄表示装置に前記大当り判定手段の判定結果を示唆する示唆演出が行われる弾球遊技機
において、
　前記操作手段を操作不能にロックせしめるロック手段と、
　前記操作手段が操作不能にロックされること又はロックされていることを報知するロッ
ク報知手段と、
　遊技に対する遊技者の行動により予め設定された所定の条件が満たされることで、前記
ロックされた操作手段のロックを解除する、又は、操作手段のロックを回避させる解除手
段と、
　前記所定の条件を報知する条件報知手段と、
　該報知された条件が成立したか否かを判定する条件判定手段と、を備え、
　前記所定の条件が成立しなかった場合には、前記操作手段を操作不能にロックせしめ、
該操作手段の操作に起因して実行する前記示唆演出を行わないようにしたことを特徴とす
る弾球遊技機。
【請求項２】
　請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記大当り判定手段よりも先に前記大当り遊技の当否の先読みを行う先読み判定手段を
備え、
　前記先読みの判定結果に応じて、前記ロック報知手段による報知、前記条件報知手段に
よる報知、前記条件判定手段による判定を、前記特定の演出表示が行われる図柄の変動よ
りも前の図柄の変動中に行うようにしたことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項３】
　請求項１又は２のいずれかに記載の弾球遊技機において、
　遊技者が操作可能な操作手段として、第１の操作手段と第２の操作手段とを備え、
　前記特定の演出表示の所定期間中に前記第１の操作手段を操作することにより前記示唆
演出を実行するように構成する一方、
　前記条件報知手段によって報知する前記所定の条件を複数種類の条件の中から選択する
選択手段を設け、
　前記複数種類の条件の中に、前記第２の操作手段を操作させる条件を含むように構成し
たことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項４】
　請求項３に記載の弾球遊技機において、
　前記条件報知手段は、前記所定の条件として前記第２の操作手段の操作回数が異なる複
数種類の条件を一度に報知するようにし、
　前記条件判定手段は、前記操作回数が異なる複数種類の条件のうち、何れの条件が達成
された場合でも条件が成立したと判定するが、前記操作回数が少ない条件が達成された場
合よりも操作回数が多い条件が達成された場合の方が、前記第１の操作手段の操作により
実行される前記示唆演出により、大当り遊技の当否判定の結果が明確に表示されるように
構成したことを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は弾球遊技機、特に前面に、遊技者が操作可能な操作手段を備え、遊技の演出と
して前記操作手段を操作させる構成とした弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、弾球遊技機であるパチンコ機は、遊技者が発射ハンドルを操作することで遊技球
が発射され、遊技者は発射ハンドルの回動量を変化させることにより発射威力を変化させ
、遊技領域に設けられた入賞口を狙って遊技を行う。
　また従来のパチンコ機には、発射された遊技球が始動口へ入球すると遊技者にとって賞
球の獲得に有利な遊技状態に移行するか否かの抽選を行なうものがある。即ち、前記始動
口への入球に起因して乱数値が抽出され、抽出された乱数値が予め定められた値であった
場合には、特別図柄の変動開始後、大当りを示す図柄で確定表示してから大入賞口が開放
される大当り遊技を開始するように構成している。尚、特別図柄は遊技領域の隅に小さく
表示させ、特別図柄の擬似演出を遊技領域の中央に設けられた演出図柄表示装置にて表示
させることで、擬似演出にて遊技者に抽選結果に対しての期待感を与えている。
【０００３】
　またこの種のパチンコ機では、近年、遊技者が操作可能な遊技の演出ボタンを設け、演
出ボタンを遊技者が操作することで前記抽選の結果に対しての示唆演出（予告演出）が行
われ、特別図柄が停止する前に、抽選に対する遊技者の期待感を高める他、抽選結果その
もの（大当り）を報知するようにしたものがある。このような構成にすることで、遊技者
に自分の力で示唆演出を出した（抽選結果をいいものにした）という満足感を与えている
。
【０００４】
　従来のパチンコ機の遊技者が操作可能な演出ボタンとして、無用な演出ボタンの操作に
よる、誤作動やボタンの故障を防止するために、演出ボタン(操作手段)をシャッター板の
下方に設け、所定の操作許可条件が成立するとシャッター板が開放して操作手段が操作可
能になり、操作可能になってから所定時間の経過若しくは操作手段の操作が実行されると
操作許可条件が消滅する構成が提案されている（例えば、下記特許文献１参照）。
　また従来の演出ボタン(操作手段)として、操作部や操作検出部の破損を防止するために
、操作手段の操作量を検出し、検出された操作量が所定の条件に達した場合、操作手段を
操作不能にする構成が提案されている（下記特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１８８０３３号公報
【特許文献２】特開２０１１－２２９５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、演出ボタンを有するパチンコ機では、ほとんどの機台で遊技者に演出ボタン
を操作させて、抽選結果に対しての示唆演出を行う構成である。また最近では、どんな大
当りの当否判定に伴う図柄の変動でも、遊技者に演出ボタンを操作させるように指示し、
大当りが期待できない示唆演出ばかりを表示させるようにさせているので、遊技者として
は、演出が単調であり、「どうせ、期待できない示唆演出だろ」、「毎回、毎回、鬱陶し
い」といった感情を抱くおそれがある。よって、遊技者の演出ボタンを操作することへの
意欲が低下している。これでは演出ボタンが活用されず、演出ボタンの価値が低下する。
　そこで本発明は上記事情に鑑み、演出ボタンなどの操作手段を利用した演出が単調とな
ることを解消して、遊技者の操作手段の操作への意欲や関心度を高め、もって操作手段を
有効に活用し、操作手段の価値を高めることができる弾球遊技機を提供することを課題と
してなされたものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　請求項１に記載の発明は、始動口への遊技球の入球に起因して抽出した乱数値によって
遊技者に有利な大当り遊技を発生させるか否かの当否判定を行う大当り判定手段と、
　前記当否判定の結果を特別図柄が確定表示されることによって報知する特別図柄表示装
置と、
　前記特別図柄の擬似演出を表示する演出図柄表示装置と、
　遊技の演出に用いるように遊技者が操作可能な操作手段と、を備え、
　予め設定された特定の演出表示の所定期間中に前記操作手段が操作されると、前記演出
図柄表示装置に前記大当り判定手段の判定結果を示唆する示唆演出が行われる弾球遊技機
において、
　前記操作手段を操作不能にロックせしめるロック手段と、
　前記操作手段が操作不能にロックされること又はロックされていることを報知するロッ
ク報知手段と、
　遊技に対する遊技者の行動により予め設定された所定の条件が満たされることで、前記
ロックされた操作手段のロックを解除する、又は、操作手段のロックを回避させる解除手
段と、
　前記所定の条件を報知する条件報知手段と、
　該報知された条件が成立したか否かを判定する条件判定手段と、を備え、
　前記所定の条件が成立しなかった場合には、前記操作手段を操作不能にロックせしめ、
該操作手段の操作に起因して実行する前記示唆演出を行わせない構成とする。
【０００８】
　これによれば、遊技の進行に伴って所定の条件が成立されないと操作手段を操作できな
い構成にしたので、遊技者は所定の条件を成立させようと努力することなり、その努力の
成果によって操作手段が操作できるようになるので、遊技者が演出ボタンなどの操作手段
を操作することへ関心度を高めることができ、遊技者の操作意欲を増大させることができ
る。
　尚、操作手段を操作不能にロックするには、操作手段がプッシュ式のボタンであれば押
圧操作により下方への移動を阻止して接点同士の接触やセンサによる検知を不可とし、回
転式のジョグダイヤル等では回転を阻止するように構成し、遊技者に明らかに操作手段が
操作できないと認識させる。
　また解除手段によりロックの解除又はロックを回避する所定の条件として、「始動口へ
２個入賞させる」や「いずれかの普通入賞口へ入賞させる」や「遊技球を１０球発射した
ら、一旦は発射を止め、その後に５球発射する」など、その他に遊技者が可及的に行動す
ることでクリアできる条件を設定する。勿論、制限時間を設ける。
　ロック報知手段による報知と、条件報知手段による報知を同時に同じ画面に表示する構
成としてもよい。
　また前記特定の演出表示として前記図柄の変動のリーチ演出とすることが望ましい。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の弾球遊技機において、
　前記大当り判定手段よりも先に前記大当り遊技の当否の先読みを行う先読み判定手段を
備え、
　前記先読みの判定結果に応じて、前記ロック報知手段による報知、前記条件報知手段に
よる報知、前記条件判定手段による判定を、前記特定の演出表示が行われる図柄の変動よ
りも前の図柄の変動中に行うように構成する。
【００１０】
　これによれば、操作手段がロックされる変動よりも前の変動で、操作手段の操作不能を
回避する条件の報知と条件が成立したか否かの判定を行うようにしたので、遊技者は、あ
わてずに条件成立にむけて努力することができるようになる。
　尚、弾球遊技機は始動口への入賞により抽出された乱数を記憶する保留記憶手段が設け
られており、先読み判定は、大当り判定手段による判定が行われていない保留記憶（乱数
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値）の内容を確認し、該確認結果に基づき、当該確認された保留記憶が抽選される前に、
大当りの期待が持てるものであることを示す演出を行う。つまり本構成では、先読み判定
で、記憶手段に記憶された乱数値が特定の値であった場合には、特定の値よりも前に記憶
手段に記憶されている乱数値に対する擬似演出中に、ロック報知手段による報知、条件報
知手段による報知、条件判定手段による判定を行い、特定の値に対する擬似演出中にて特
定の演出表示を行う構成となる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２のいずれかに記載の弾球遊技機において、
　遊技者が操作可能な操作手段として、第１の操作手段と第２の操作手段とを備え、
　前記特定の演出表示の所定期間中に前記第１の操作手段を操作することにより前記示唆
演出を実行するように構成する一方、
　前記条件報知手段によって報知する前記所定の条件を複数種類の条件の中から選択する
選択手段を設け、
　前記複数種類の条件の中に、前記第２の操作手段を操作させる条件を含むように構成す
る。
【００１２】
　これによれば、所定の条件として第２の操作手段を操作させるようにしたので、遊技者
の頑張り次第で所定の条件を成立させることができ、遊技者は可及的に条件をクリアしよ
うとする。
　尚、第１および第２の操作手段の他、第３の操作手段を設け、第３の操作手段の操作で
条件が成立されるように構成してもよい。また第２の操作手段の操作と第３の操作手段の
操作を組み合わせて、条件が成立される構成でもよい。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の弾球遊技機において、
　前記条件報知手段は、前記所定の条件として前記第２の操作手段の操作回数が異なる複
数種類の条件を一度に報知するようにし、
　前記条件判定手段は、前記操作回数が異なる複数種類の条件のうち、何れの条件が達成
された場合でも条件が成立したと判定するが、前記操作回数が少ない条件が達成された場
合よりも操作回数が多い条件が達成された場合の方が、前記第１の操作手段の操作により
実行される前記示唆演出により、大当り遊技の当否判定の結果が明確に表示されるように
構成する。
【００１４】
　これによれば、遊技の進行状況に応じて、どのような所定の条件を設定するか選ぶこと
ができるので、趣向性が増す。例えば、遊技者がこの変動は当りじゃないかと強く思える
変動(遊技の進行状況)であれば、条件の成立が難しい所定の条件を選んだり、あまり当る
気がしないと思うような変動であった場合には、条件の成立が簡単な所定の条件を設定す
ることが可能となる。
　制限時間内に条件を成立させる操作を行わなければならないので、当然、操作回数が少
ない条件よりも操作回数の多い条件の方が、条件を成立させることが難しくなる。
【００１５】
　尚、請求項１ないし４のいずれかに記載の弾球遊技機において、
　前記大当り判定手段の判定結果に基づいて、前記操作手段又は前記第１の操作手段を操
作不能にロックするか否かを判定するロック判定手段を設け、
　該ロック判定手段によりロックしないと判定した時よりもロックすると判定した時の方
が大当りとなる信頼度が高くなるように構成してもよい。
【００１６】
　これによれば、例えばある特定の演出でロックされた方が大当りとなる信頼度を高く設
定するなどすれば、遊技者に「ロックを解除するのは面倒だが、ロックされて欲しい」と
いった、今までにない新しい感情を遊技者に与えることができる。
　尚、信頼度とは、ある特定の演出が行われた時の大当りになる場合の出現率とはずれに
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なる場合の出現率を合算した全体出現率に対し、大当りになる場合の出現率の割合を示す
ものである。このため、大当り信頼度は、全体出現率に対して大当りになる場合の出現率
の割合が高いほど高くなる。
【００１７】
　更に、請求項１ないし４のいずれかに記載の弾球遊技機において、
　予め複数種類準備された前記特定の演出表示の中からひとつの演出表示を選択する演出
選択手段と、
　前記操作手段又は前記第１の操作手段を操作不能にロックするか否かを判定するロック
判定手段とを設け、
　前記ロック判定手段により前記操作手段又は前記第１の操作手段を操作不能にロックす
ると判定する確率を、前記演出選択手段により選択された特定の演出表示毎に相違せしめ
るように構成してもよい。
【００１８】
　これによれば、遊技者に、ある特定の演出表示であれば、操作手段又は第１の操作手段
がロックされる確率が高い、あるいは、ロックされる確率が低いというように思わせるこ
とができ、遊技の趣向性が向上する。
【００１９】
　更にまた、請求項１ないし４のいずれかに記載の弾球遊技機において、
　前記条件判定手段により条件が成立したと判定しなかった場合には、条件が不成立のた
めに前記操作手段又は前記第１の操作手段がロックされて操作ができないことを報知する
操作不能報知手段を設けた構成としてもよい。
【００２０】
　これによれば、遊技者が、故障などと勘違いする恐れもないほか、次回から、所定の条
件を達成しようと頑張るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明を適用した弾球遊技機の正面図である。
【図２】前記弾球遊技機の遊技盤の正面図である。
【図３】前記弾球遊技機の背面図である。
【図４】前記弾球遊技機の電気ブロック図である。
【図５】前記弾球遊技機の前面に設置された演出ボタンの拡大正面図である。
【図６】図５のVI－VI線に沿う位置での前記演出ボタンの断面図である。
【図７】図６に対応して前記演出ボタンの作動状態を示すもので、図７（ａ）はボタン操
作状態を示す断面図、図７（ｂ）はボタンロック状態を示す断面図である。
【図８】前記演出ボタンの操作に関する説明図である。
【図９】前記弾球遊技機の主制御装置で実行されるメインルーチンの制御内容を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】前記主制御装置で実行される特別図柄の始動入賞確認処理の制御内容を示すフ
ローチャートである。
【図１１】前記主制御装置における特別図柄の当否判定処理の制御内容を示す第１のフロ
ーチャートである。
【図１２】前記当否判定処理の制御内容を示す第２のフローチャートである。
【図１３】前記当否判定処理の制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図１４】前記当否判定処理の制御内容を示す第４のフローチャートである。
【図１５】前記主制御装置で実行される特別遊技処理の制御内容を示す第１のフローチャ
ートである。
【図１６】前記特別遊技処理の制御内容を示す第２のフローチャートである。
【図１７】前記特別遊技処理の制御内容を示す第３のフローチャートである。
【図１８】前記弾球遊技機のサブ制御装置で実行される演出内容決定処理の制御内容を示
すフローチャートである。
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【図１９】前記サブ制御装置で実行される条件選択処理の制御内容を示すフローチャート
である。
【図２０】前記サブ制御装置で実行される操作指示演出処理の制御内容を示すフローチャ
ートである。
【図２１】前記サブ制御装置で実行される信頼度報知可能演出時処理の制御内容を示すフ
ローチャートである。
【図２２】前記サブ制御装置で実行される信頼度報知演出処理の制御内容を示すフローチ
ャートである。
【図２３】前記弾球遊技機の演出図柄表示装置に表示される演出表示の第１の表示態様を
示す図である。
【図２４】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示と操作指示の関係を示す図である
。
【図２５】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示の第２の表示態様を示す図である
。
【図２６】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示の第３の表示態様を示す図である
。
【図２７】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示の第４の表示態様を示す図である
。
【図２８】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示とロック手段の作動状態との関係
を示すタイミングチャートである。
【図２９】前記演出図柄表示装置に表示される他の演出表示の表示態様を示す図である。
【図３０】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示と大当り遊技の当否判定との関係
を示す図である。
【図３１】前記演出図柄表示装置に表示される演出表示とロック手段の作動状態との関係
を示す他のタイミングチャートである。
【図３２】ジョグダイヤルを操作不能にロックせしめるロック手段の作動を説明する概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明を適用した実施形態の弾球遊技機たるパチンコ機を説明する。図１に示すように
、パチンコ機１は、縦長の固定外郭保持枠をなす外枠１０にて構成の各部を保持する構造
としてある。外枠１０には、左側の上下の位置に設けたヒンジ１０１を介して、板ガラス
１１０が嵌め込まれた前枠(ガラス枠)１１および図略の内枠が開閉可能に設けてある。尚
、これら前枠１１および前記内枠はシリンダ錠１９により外枠１０に閉鎖ロックされ、シ
リンダ錠１９に所定の鍵を挿入し、鍵を時計回りに操作して前記内枠を開放するようにな
し、反時計まわりの操作により前枠１１を開放する。
　前枠１１の板ガラス１１０の奥には前記内枠に保持された遊技盤２（図２）が設けてあ
る。
【００２３】
　前枠１１の上部の左右両側位置にはそれぞれスピーカ１１２が設置してあり、これらに
より遊技音が出力され、遊技の趣向性を向上させる。また前枠１１には遊技状態に応じて
発光する枠側装飾ランプ１１３のほか、遊技の異常を報知するＬＥＤ類が設けてある。
【００２４】
　前枠１１の下半部には上皿１２と下皿１３とが一体に形成してある。下皿１３の右側に
は発射ハンドル１４が設けてあり、該発射ハンドル１４を時計回りに操作することにより
発射装置が作動して、上皿１２から供給された遊技球が遊技盤２に向けて発射される。ま
た上皿１２には賞球が払い出される。
　下皿１３は上皿１２から溢れた賞球を受ける構成で、球抜きレバーの操作により下皿１
３に溜まった遊技球を遊技店に備えられた別箱(ドル箱)に移すことができる。
【００２５】
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　本パチンコ機１は所謂ＣＲ機であって、プリペイドカードの読み書きを行うプリペイド
カードユニット(ＣＲユニット)６０が隣接してある。パチンコ機１には上皿１２の右側に
球貸ボタン１７１、精算ボタン１７２および清算表示装置１７３が設けてある。
　また上皿１２の中央位置には遊技者が操作可能な遊技の演出ボタン１５とジョグダイヤ
ル１６とが設置されている。更に上皿１２の左側でパチンコ機１の側端部には遊技者が操
作可能な４つのプッシュ式押しボタンからなる十字ボタン１８が設けられている。
【００２６】
　図２は遊技盤２を示し、遊技盤２には外レール２０１と内レール２０２とによって囲ま
れた略円形の遊技領域２０が形成されている。遊技領域２０には、その中央部にセンター
ケース２００が装着されている。
　センターケース２００は中央に演出図柄表示装置２１（全体の図示は省略）のＬＣＤパ
ネルが配設されている。またセンターケース２００には、周知のものと同様にワープ入口
、ワープ樋、ステージなどが設けられている。
【００２７】
　センターケース２００の左側には普通図柄の作動ゲート（作動口）２２が設置されてい
る。
　センターケース２００の直下には特別図柄（以下、単に特図という）の抽選を実行する
始動口として、常時入球（入賞）可能な第１特図始動口２３Ａと、チューリップ式普通電
動役物からなる第２特図始動口２３Ｂとが上下位置に設置されている。
　該第２特図始動口２３Ｂは普通電動役物（以下、単に普電役物という）の開放時にのみ
入球（入賞）可能である。普電役物は、遊技球が作動ゲート２２を通過したことに起因し
て実行される普通図柄（以下、単に普図という）の抽選で当りとなると所定時間開放する
。
【００２８】
　第２特図始動口２３Ｂの下方には、開閉板にて開閉される大入賞口２４が配され、盤面
最下部にはアウト口２０３が設けられている。また、第２特図始動口２３Ｂの左側位置に
は複数の普通入賞口２５が配されている。
　尚、遊技盤２の遊技領域２０には、多数の遊技釘や風車が植設されている。
　また遊技盤２の右下部の遊技領域２０外には、特図が変動表示される特図表示装置２６
、普図が変動表示される普図表示装置２７、特図の保留記憶が表示される特図保留数表示
装置２８、普図の保留記憶が表示される普図保留数表示装置２９が配設されている。
【００２９】
　図３に示すように、パチンコ機１の裏側は、前記遊技盤２を脱着可能に取付ける内枠３
０が収納されている。内枠３０は、前記前枠１１と同様に、一方の側縁（図３の右側）の
上下位置が前記外枠１０にヒンジ結合され開閉可能に設置されている。内枠３０には、遊
技球流下通路が形成されており、上方(上流)から球タンク３１、タンクレール３２、払出
ユニット３３が設けられ、払出ユニット３３の中には払出装置が設けられている。この構
成により、遊技盤２０の入賞口に遊技球が入賞すれば球タンク３１からタンクレール３２
を介して所定個数の遊技球（賞球）が払出ユニット３３により払出球流下通路を通り前記
上皿１２に払い出される。また、本実施形態では前記賞球を払い出す払出ユニット３３に
より前記貸出ボタン１７１の操作で払い出される貸球も払い出す構成としてある。
　また、パチンコ機１の裏側には、主制御装置４０、払出制御装置４１、サブ統合制御装
置４２、演出図柄制御装置４３、発射制御装置４４、電源基板４５が設けられている。
【００３０】
　主制御装置４０、サブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３は遊技盤２に設けられ
、払出制御装置４１、発射制御装置４４、電源基板４５は内枠３０に設けられている。図
３では発射制御装置４４が描かれていないが、払出制御装置４１の下に設けてある。
【００３１】
　また、球タンク３１の右側には、外部接続端子板３８が設けてあり、外部接続端子板３
８により、遊技状態や遊技結果を示す信号が図示しないホールコンピュータへ送られる。
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尚、従来はホールコンピュータへ信号を送信するための外部接続端子板には、盤用(遊技
盤側から出力される信号をホールコンピュータへ出力するための端子)と枠用（枠側（外
枠１０、前枠１１、内枠３０）から出力される信号をホールコンピュータへ出力するため
の端子）の２種類を用いているが、本実施形態では、ひとつの外部接続端子板３８を介し
て遊技状態や遊技結果を示す信号をホールコンピュータへ送信する。
【００３２】
　図４は本パチンコ機１の電気的構成を示すもので、遊技の制御を司る主制御装置４０と
払出制御装置４１を中心に、サブ制御装置としてサブ統合制御装置４２および演出図柄制
御装置４３を具備する構成である。主制御装置４０、払出制御装置４１、サブ統合制御装
置４２および演出図柄制御装置４３においては、何れもＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入力ポ
ート、出力ポート等を備え、これらの制御装置は何れもＣＰＵにより、２ｍｓ周期又は４
ｍｓ周期の割り込み信号に起因してＲＯＭに搭載しているメインルーチンおよびサブルー
チンからなるプログラムが開始され、各種の制御が実行される。
　発射制御装置４４にはＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等が設けられていない。しかしこれに限
るわけではなく、発射制御装置４４にＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を設けてもよい。
【００３３】
　主制御装置４０は、裏配線中継端子板５３０および外部接続端子板３８を介して遊技施
設のホールコンピュータ５００と電気的に接続される。また主制御装置４０には、裏配線
中継端子板５３０や遊技盤中継端子板５３１を介して、前枠（ガラス枠）１１および内枠
３０が開放しているか否か検出するガラス枠開放ＳＷ（スイッチ）５０１、内枠開放ＳＷ
５０２、第１特図始動口２３Ａへの入球を検出する第１始動口ＳＷ５０３、第２特図始動
口２３Ｂへの入球を検出する第２始動口ＳＷ５０４、普図始動ゲート２２への入球を検出
する普通図柄作動ＳＷ５０５、普通入賞口２５への入球を検出する左入賞口ＳＷ５０６、
大入賞口２４への入球を検出するカウントＳＷ５０７等の検出信号が入力される。
【００３４】
　また主制御装置４０は搭載しているプログラムに従って動作して、上述の検出信号など
に基づいて遊技の進行に関わる各種のコマンドを生成し、払出制御装置４１や、演出中継
端子板５３２を介してサブ統合制御装置４２、演出図柄制御装置４３にコマンドを出力し
、図柄表示装置中継端子板５３３を介して特図表示装置２６、特図保留数表示装置２８、
普通図柄表示装置２７および普図保留数表示装置２９の表示制御を行なう。
【００３５】
　主制御装置４０は、大入賞口２４の開閉駆動する大入賞口ソレノイド５０８を制御して
大入賞口２４を開放作動せしめる。また第２特図始動口２３Ｂの電動役物を開閉する普電
役物ソレノイド５０９の作動を制御して第２特図始動口２３Ｂを開閉する。
　主制御装置４０からの出力信号は試験信号端子にも出力される他、図柄変動や大当り等
の管理用の信号が外部接続端子板３８を経てホールコンピュータ５００に送られる。
　主制御装置４０と払出制御装置４１とは双方向通信が可能である。
【００３６】
　払出制御装置４１は、裏配線中継端子板５３０や払出中継端子板５３４を介して球タン
ク３１が空状態になったことを検出する球切れＳＷ５２０、遊技球が払い出されたことを
検出する払出ＳＷ５２２、遊技球貯留皿が満杯状態になったことを検出する満杯ＳＷ５２
３等の検出信号が入力される。主制御装置４０から送られてくるコマンドに応じて払出モ
ータ５２１を稼働させて遊技球を払い出させる。また、ＣＲユニット端子板５３５を介し
てＣＲユニット１６と電気的に接続され、精算表示装置１７３を介して球貸および精算Ｓ
Ｗ１７１，１７２による貸出要求、精算要求の操作信号を受け付け、ＣＲユニット６０と
データを送受し、貸出要求信号に応じて払出モータ５２１を稼働させて貸球を払い出させ
、ＣＲユニット６０に挿入されているプリペイドカードの残高表示を制御する。
【００３７】
　発射制御装置４４は、発射停止ＳＷ５２４、発射ハンドル１４に遊技者が接触（操作）
していることを検出するタッチＳＷ５２５等の検出信号が入力される。払出制御装置４１
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を介して主制御装置４０から送られてくるコマンド（タッチＳＷ５２５の信号や遊技状況
を反映している）、発射ハンドル１４の回動信号および発射停止ＳＷ５２４の信号に基づ
いて発射モータ５２６を制御して遊技球を発射および停止させ、タッチランプの点灯を制
御する。
【００３８】
　サブ統合制御装置４２には、音量調節ＳＷ、演出ボタン１５の操作を検出する演出ボタ
ン検出ＳＷ５５０、ジョグダイヤル１６の操作を検出する第１および第２ジョグダイヤル
検出ＳＷ５５１，５５２、十字ボタン１８の操作を検出する十字ボタン検出ＳＷ５５３な
どの操作検出信号が入力される。
　またサブ統合制御装置４２は、演出ボタン１５を操作不能な状態にロックする演出ボタ
ンロックソレノイド５５４と接続されこれを駆動制御可能である。
　更にサブ統合制御装置４２は、主制御装置４０から送られてくるコマンドに応じて、ス
ピーカ１１２を作動させて音声を出力することや、各種ＬＥＤや各種ランプ１１３の点灯
、消灯等を制御する。更に演出図柄制御装置４３へキャラクタなどを表示する擬似演出や
特図の擬似図柄の表示態様のコマンドを送信する。
【００３９】
　演出図柄制御装置４３は、ＬＣＤパネルユニットや付属ユニットと共に演出図柄表示装
置２１を構成している。演出図柄制御装置４３は、サブ統合制御装置４２から送られてく
るコマンドに応じて演出図柄表示装置２１のＬＣＤパネルの表示を制御する。
【００４０】
　図５、図６に示すように、演出ボタン１５およびジョグダイヤル１６は共通のベース部
Ｂに組付けられており、円形押しボタン式の演出ボタン１５の外周を囲むように環状のジ
ョグダイヤル１６が設けられている。
　図６および図７（ａ）に示すように、演出ボタン１５は、通常、バネ部材の付勢により
上方へ持ち上げられており、ボタンリフレクタの中央下端部１５１が、その直下位置に設
けられた演出ボタン基板上の前記演出ボタン検出ＳＷ５５０から離間している。そして遊
技者が演出ボタン１５を押圧操作してこれを押し下げると、ボタンリフレクタの中央下端
部１５１が演出ボタン検出ＳＷ５５０と接触して該検出ＳＷ５５０によりボタン操作が検
出される。
【００４１】
　図６ないし図７（ｂ）に示すように、演出ボタン１５にはそのボタン操作を阻止すると
ロック部材５５５が設けられている。ロック部材５５５は、ボタン操作により上下動する
ボタンリフレクタの外周下端部１５２の外側に配置され、前記演出ボタンロックソレノイ
ド５５４の駆動により進退可能に設けられている。ロック部材５５５は通常、ボタンリフ
レクタの外周下端部１５２の外側に位置し、前記ボタン操作を許容する。そして前記ソレ
ノイド５５３の駆動により前進してボタンリフレクタの外周下端部１５２の下方進入し、
外周下端部１５２に当接してボタン１５の下降を妨げ、ボタン操作を阻止する。
【００４２】
　前記ベース部Ｂ内部の演出ボタン１５およびジョグダイヤル１６の直下位置には、図８
（ａ）に示す演出ボタン基板Ｂ１が設けられている。演出ボタン基板Ｂ１には、前記演出
ボタン検出ＳＷ５５０と、ジョグダイヤル１６の回転を検出するための前記第１および第
２の２個のジョグダイヤル検出ＳＷ５５１，５５２が実装されている。演出ボタン１５が
押されていない状態（通常状態）では、前記演出ボタン検出ＳＷ５５０はハイレベル（Ｈ
ｉ）、演出ボタン１５が押されると、前記検出ＳＷ５５０はロウレベル（Ｌｏ）を出力す
るように構成されている（図８（ｂ））。
【００４３】
　前記ジョグダイヤル検出ＳＷ５５１，５５２はフォトリフレクタで、図示しない対向面
に円形に配置された１２枚のリフレクタにて光が反射されるか否かを検出することにより
、それぞれＨｉまたはＬｏを出力するように構成されている。ジョグダイヤル１６が回転
されていない状態では前記検出ＳＷ５５１，５５２は共にＨｉまたは共にＬｏを出力する
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。出力がどちらになるかは、ジョグダイヤル１６の回転角度による。ジョグダイヤル１６
は前記のようにリフレクタが１２枚配置されているため、１５度の分解能で回転角度を検
出可能にされており、例えば前記検出ＳＷ５５１，５５２の各出力が共にＨｉ（以下、Ｈ
ｉ－Ｈｉと記す）だった場合、ジョグダイヤル１６を左右いずれかの方向に１５度回転さ
せると、前記検出ＳＷ５５１，５５２の出力がＬｏ－Ｌｏとなる。つまりジョグダイヤル
１６の停止位置では、前記検出ＳＷ５５１，５５２の出力はＨｉ－ＨｉまたはＬｏ－Ｌｏ
となる（図８（ｃ））。
【００４４】
　ここで仮に前記検出ＳＷ５５１，５５２の出力がＨｉ－Ｈｉであったとし、ここから、
ジョグダイヤル１６が時計回り（右回り）に回転されると、前記検出ＳＷ５５１，５５２
の出力がＨｉ－Ｈｉ→Ｈｉ－Ｌｏ→Ｌｏ－Ｌｏ→Ｌｏ－Ｈｉ→・・・と変化していく。 
　ジョグダイヤル１６が逆方向に回転されると、前記検出ＳＷ５５１，５５２の出力がＨ
ｉ－Ｈｉ→Ｌｏ－Ｈｉ→Ｌｏ－Ｌｏ→Ｈｉ－Ｌｏ→・・・と変化していく。つまり、前記
検出ＳＷ５５１，５５２の出力が、これらのいずれのパターンで変化したかを検出するこ
とにより、ジョグダイヤル１６が左右いずれの方向に回転されたかを知ることができ、Ｈ
ｉ－ＨｉまたはＬｏ－Ｌｏが何回発現したかにより、ジョグダイヤル１６が何度回転され
たかを検出することが可能に構成されている。
【００４５】
　本パチンコ機１は、始動ゲート２２への入球に起因して普図の当否抽選を行い、普図表
示装置２７の図柄変動を開始する。前記抽選結果が当りであれば、表示装置２７に普図の
当り図柄を確定表示して前記普電役物を開放する。これにより第２特図始動口２３Ｂへの
入賞が可能となる。
　第１又は第２特図始動口２３Ａ，２３Ｂへの入賞があると、これに起因して乱数値が抽
出され、該乱数値に基づいて特図の当否判定を行い、特図表示装置２６、および演出図柄
表示装置２１の図柄変動を開始する。抽選結果が大当りであれば、各表示装置２１，２６
に大当り図柄を確定表示して大入賞口２４の開放を伴う大当り遊技（特別遊技）を実行す
る構成である。また大当り遊技終了後に、大当りとなった特図に応じて、特図の当選確率
が高確率に変更される確変遊技状態や、特図の変動時間を短縮するとともに特図変動の発
生に有利な時短遊技状態へと移行可能である。
【００４６】
　またパチンコ機１は、特図の変動が当否判定時に、予め設定されたリーチ演出などの特
定の演出表示が開始された場合、演出ボタンを遊技者が操作することで前記判定の結果に
対しての示唆演出（予告演出）を行なう構成であるが、敢えて演出ボタンの操作を不能に
ロックし、ロックを解除するには所定の条件をクリアしなければいけない構成にすること
で、演出ボタン操作への意欲（関心度）を高め、大当り発生への遊技者の期待感を高める
演出を行なう。
【００４７】
　以下、パチンコ機１の遊技に関する作動の詳細を、特許請求の範囲に記載の本発明に関
わり深い主制御装置４０で実行されるプログラムおよびサブ統合制御装置４２で実行され
るプログラムに基づいて説明する。
　図９は主制御装置４０で実行される「メインルーチン」のフローチャートを示し、「メ
インルーチン」は本処理（Ｓ１００～Ｓ１１０，Ｓ１１５）と残余処理（Ｓ１１１）とで
構成され、２ｍｓ又は４ｍｓ周期の割り込み信号に起因して開始され、最初に正常割り込
みか否かを判断する（Ｓ１００）。この判断はＲＡＭの特定アドレスに特定の数値が書き
込まれているか否かに基づいて行われ、ここで否定判断（Ｓ１００：ｎｏ）なら初期設定
（Ｓ１１５）を実行する。前述の正常割り込みか否かを判断するための数値は、この初期
設定の一環としてＲＡＭに書き込まれる。
【００４８】
　正常割り込みなら（Ｓ１００：ｙｅｓ）、初期値乱数更新処理（Ｓ１０１）、特図の当
否判定用の乱数値である大当り決定用乱数の更新処理（Ｓ１０２）、特図の大当り図柄決
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定用乱数の更新処理（Ｓ１０３）、普図の当り判定用乱数の更新処理（Ｓ１０４）、特図
のリーチに関するリーチ判定用乱数の更新処理（Ｓ１０５）、特図の変動パターンに関す
る変動パターン決定用乱数の更新処理（Ｓ１０６）、入賞確認処理（Ｓ１０７）、当否判
定処理（Ｓ１０８）、各出力処理（Ｓ１０９）、不正監視処理（Ｓ１１０）を行って、次
に割り込み信号が入力されるまでの残余時間内には初期乱数更新処理（Ｓ１１１）をルー
プ処理する。
【００４９】
　次に、本発明に関わりの深い入賞確認処理（Ｓ１０７）、当否判定処理（Ｓ１０８）お
よび各出力処理（Ｓ１０９）の一部のサブルーチンについて説明する。
　図１０に示す「始動入賞確認処理」は前記入賞確認処理（Ｓ１０７）のサブルーチンで
、第１および第２特図始動口２３Ａ，２３Ｂへの入球があれば（Ｓ２００：ｙｅｓ）、入
球に対応する特図の保留記憶が満杯か確認する（Ｓ２０１）。本実施形態における記憶可
能な保留記憶数は第１特図、第２特図いずれも４個である。
【００５０】
　保留記憶が満杯でなければ（Ｓ２０１：ｎｏ）、Ｓ２０２の抽出乱数保留記憶処理にお
いて、前記入球に起因して抽出した複数の乱数値（大当り決定用乱数、大当り図柄決定用
乱数、リーチ判定用乱数、変動パターン決定用乱数等）を保留記憶として記憶する。また
この処理では、特図保留数表示装置２８の点灯数を増加させると共にサブ統合制御装置４
２に現在の保留記憶数を送信する。
【００５１】
　続くＳ２０３の処理では、前記保留記憶に関して後述する大当りの当否判定処理よりも
先に大当りとなる可能性ある記憶があるか否か(当否判定)の先読みを行う先読み判定処理
を実行する。またこの処理では、サブ統合制御装置４２に前記先読み判定の結果を送信す
る。
【００５２】
　図１１ないし図１４は主制御装置４０で実行される特図の「当否判定処理」のフローチ
ャートを示す。「当否判定処理」では先ず、大入賞口２４を開放させるための特別電動役
物が作動中か確認し、作動していなければ（Ｓ３００：ｎｏ）、特図が変動中か確認し、
変動中でなければ（Ｓ３０１：ｎｏ）、特図の確定図柄が表示されているか確認する（Ｓ
３０２）。尚、特別電動役物が作動中（Ｓ３００：ｙｅｓ）であれば「特別遊技処理」に
移行する。
【００５３】
　Ｓ３０２の処理で確定図柄が表示中でなければ（Ｓ３０２：ｎｏ）、図１２に示すよう
に、特図の保留記憶があるか確認する（Ｓ３１０）。保留記憶がなければ（Ｓ３１０：ｎ
ｏ）、「特別遊技処理」に移行する。保留記憶があれば（Ｓ３１０：ｙｅｓ）、記憶数を
減算し、保留記憶のシフト処理を行う（Ｓ３１１）。該シフト処理により特図の保留記憶
のうち最も古い保留記憶が当否判定の対象となる。
【００５４】
　次にＳ３１２の処理で、確変フラグを確認して現在の遊技状態が前記確変遊技状態であ
るか確認する（確変フラグが「１」であれば確変中）。確変中であれば（Ｓ３１２：ｙｅ
ｓ）、確変時の当否判定用テーブルと前記当否判定の対象となる保留記憶の大当り決定用
乱数とを対比して大当りか否か当否判定を行う（Ｓ３１３）。
　確変中でなければ（Ｓ３１２：ｎｏ）、通常確率（低確率）の当否判定用テーブルと前
記大当り決定用乱数とを対比して大当りか否か当否判定を行う（Ｓ３１４）。
【００５５】
　続くＳ３１５の処理では、Ｓ３１３又はＳ３１４の処理の当否判定が大当りか否かの確
認を行う。
　大当りであれば（Ｓ３１５：ｙｅｓ）、Ｓ３１６の処理において、前記当否判定の対象
となる保留記憶の大当り図柄決定用乱数に基づいて大当り図柄を決定する。
　Ｓ３１７の処理では、前記当否判定の対象となる保留記憶の変動パターン決定用乱数に
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基づいて、特図表示装置２６に表示される特図の大当り用の変動時間などといった変動パ
ターンを決定する。
【００５６】
　変動パターンの決定後、Ｓ３１８で大当り設定処理を行う。この処理では、前記決定さ
れた大当り図柄に基づき、大当り遊技の開放パターンの設定を行う。例えば演出図柄表示
装置２１で実行される大当り遊技のオープニング演出の時間の設定、エンディング演出の
時間の設定、および大入賞口２４の開放態様の設定がなされる。更に大当り遊技終了後の
特典遊技状態として確変と時短が付与されるか否かの設定、確変の継続期間を制限する確
変カウンタの設定、時短の継続期間を制限する時短カウンタ設定等の処理がなされる。
　尚、実質的に確変および時短の付与、確変カウンタおよび時短カウンタの設定は「特別
遊技処理」で設定され、ここでの処理は仮設定がなされる。
【００５７】
　前記Ｓ３１５の処理において、大当りでなくハズレであれば（Ｓ３１５：ｎｏ）、Ｓ３
１９の処理において、特図表示装置２６に表示される特図のハズレ用の変動時間などとい
った変動パターンを決定する。続くハズレ設定処理（Ｓ３２０）では、遊技状態が確変、
時短であれば、これらの継続期間をカウントする前記確変カウンタおよび時短カウンタを
減算する。
【００５８】
　前記Ｓ３１８又はＳ３２０の各設定処理の後、Ｓ３２１の処理では、特図表示装置２６
の図柄変動開始制御を行い、サブ統合制御装置４２へ図柄の変動開始コマンド、図柄指定
コマンドを送信し、「特別遊技処理」へ移行する。変動開始コマンド、図柄指定コマンド
には特図の変動パターン、特図の当否判定の判定（抽選）結果などが含まれる。
【００５９】
　図１１のＳ３０１の処理で特図の変動中のときは（Ｓ３０１：ｙｅｓ）、図１３に示す
ように、図柄の変動時間が経過したことを確認すると（Ｓ３３０：ｙｅｓ）、確定図柄表
示処理（Ｓ３３１）において、特図表示装置２６の特図の変動表示を終了させる制御を行
い、サブ統合制御装置４２および演出図柄制御装置４３へ擬似図柄の変動表示および演出
表示を終了させるように図柄確定コマンドを送信し、「特別遊技処理」へ移行する。
【００６０】
　図１０のＳ３０２の処理で特図の確定図柄を表示中であれば（Ｓ３０２：ｙｅｓ）、図
１４のＳ３４０の処理に移行して、確定図柄表示時間が終了したか確認する。確定図柄表
示時間が終了していなければ（Ｓ３４０：ｎｏ）、「特別遊技処理」へ移行する。
　一方、確定図柄表示時間が終了したことを確認すると（Ｓ３４０：ｙｅｓ）、確定図柄
表示終了の処理（Ｓ３４１）により特図表示装置２６の特図の確定図柄表示を終了させる
制御を行い、サブ統合制御装置４２へ特図に対応する擬似図柄の確定表示を終了させるよ
うにコマンドを送信する。
【００６１】
　続いて特図の図柄が大当りになる組合せであるか確認し（Ｓ３４２）、大当りになる組
合せであったときは（Ｓ３４２：ｙｅｓ）、確変フラグが「１」であれば（Ｓ３４３：ｙ
ｅｓ）、確変フラグに「０」をセットする（Ｓ３４４）。次に、時短フラグが「１」であ
れば（Ｓ３４５：ｙｅｓ）、時短フラグに「０」をセットする（Ｓ３４６）。これらの処
理により大当り遊技（特別遊技）中での遊技状態を通常状態にリセットする。
【００６２】
　Ｓ３４７の処理では条件装置の作動を開始させ、Ｓ３４８の処理では役物連続作動装置
の作動を開始させる。条件装置は大当り遊技で役物連続作動装置の作動に必要な装置であ
り、役物連続作動装置は特別電動役物を連続して作動させる装置である。
　そして大当り開始演出処理（Ｓ３４９）によりサブ統合制御装置４２へ大当り演出を開
始させるようにコマンドを送信し、「特別遊技処理」に移行する。
【００６３】
　Ｓ３４２の処理で、大当りになる組合せでなければ（Ｓ３４２：ｎｏ）、確変フラグが
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「１」であるか確認し（Ｓ３５０）、確変フラグが「１」であり（Ｓ３５０：ｙｅｓ）、
確変カウンタ（回数）が「０」であれば（Ｓ３５１：ｙｅｓ）、確変フラグを「０」にセ
ットする（Ｓ３５２）。
　続く処理で時短フラグが「１」であり（Ｓ３５３：ｙｅｓ）、時短カウンタ（回数）が
「０」であれば（Ｓ３５４：ｙｅｓ）、時短フラグを「０」にセットする（Ｓ３５５）。
　続くＳ３５６の状態指定コマンド送信処理では、遊技状態を示す確変フラグや時短フラ
グの情報等を含む状態指定コマンドを、サブ統合制御装置４２へ送信する。その後、「特
別遊技処理」に移行する。
【００６４】
　図１５に示すように、「特別遊技処理」は、先ず、役物連続作動装置が作動中か確認し
（Ｓ４００）、作動中であれば（Ｓ４００：ｙｅｓ）、Ｓ４０１の処理で大入賞口２５が
開放中か確認する。
　Ｓ４０１の処理で大入賞口が開放中でなければ（Ｓ４０１：ｎｏ）、インターバル中か
確認し（Ｓ４０２）、インターバル中でなければ（Ｓ４０２：ｎｏ）、大当り終了演出中
か確認し（Ｓ４０３）、大当り終了演出中でなければ（Ｓ４０３：ｎｏ）、大当り開始演
出時間が経過したか確認し（Ｓ４０４）、大当り開始演出時間が経過していれば（Ｓ４０
４：ｙｅｓ）、Ｓ４０５の大入賞口開放処理で大入賞口２５を開放してリターンする。
【００６５】
　前記Ｓ４０１の処理で大入賞口開放中であれば（Ｓ４０１：ｙｅｓ）、図１６に示すよ
うに、大入賞口２５に規定入賞数（９個）の入賞があったか否かの確認（Ｓ４１０）、又
は大入賞口２５の開放時間が終了したか否かを確認して（Ｓ４１１）、いずれか確認でき
れば大入賞口２５を閉鎖し（Ｓ４１２）、大当りインターバル処理を実行して（Ｓ４１３
）、リターンする。大当りインターバル処理では、サブ統合制御装置４２へ大当りのイン
ターバル演出を開始させるようにコマンドを送信する。
【００６６】
　図１５の前記Ｓ４０２の処理でインターバル中であれば（Ｓ４０２：ｙｅｓ）、図１６
のＳ４１４の処理で大当りインターバル時間が経過したか確認し、経過していれば（Ｓ４
１４：ｙｅｓ）、最終ラウンドかどうか確認し（Ｓ４１５）、最終ラウンドであれば、（
Ｓ４１５：ｙｅｓ）、大当り終了演出の処理（Ｓ４１６）を実行し、この処理でサブ統合
制御装置４２に大当り終了コマンドを送信し、大当り遊技を終了してリターンする。
　一方、最終ラウンドでなければ（Ｓ４１５：ｎｏ）、大入賞口２５の開放処理（Ｓ４１
７）を実行してリターンする。
【００６７】
　図１５のＳ４０３の処理で大当り終了演出中であれば（Ｓ４０３：ｙｅｓ）、図１７に
示すように、大当り終了演出時間の終了時間が経過したか確認し（Ｓ４２０）、経過して
いれば（Ｓ４２０：ｙｅｓ）、役物連続作動装置の作動を停止する処理（Ｓ４２１）を実
行し、条件装置の作動を停止する処理（Ｓ４２２）を実行する。
【００６８】
　続く、Ｓ４２３～Ｓ４２８の処理では図１１の前記大当り設定処理（Ｓ３１８）で設定
された設定内容を参照し、大当り遊技後の遊技状態を設定する。即ちＳ４２３において、
大当り遊技終了後に確変遊技に移行されるか確認し、移行される場合（Ｓ４２３：ｙｅｓ
）は、確変回数設定処理（Ｓ４２４）および確変フラグに「１」をセットする処理（Ｓ４
２５）を行う。またＳ４２６において、大当り遊技終了後に時短遊技に移行されるか確認
し、移行される場合（Ｓ４２６：ｙｅｓ）は、時短回数設定処理（Ｓ４２７）および時短
フラグに「１」をセットする処理（Ｓ４２８）を行う。
【００６９】
　その後、サブ統合制御装置４２へ大当り遊技終了のコマンドを送信するとともに（Ｓ４
２９）、状態指定コマンドとして確変遊技状態、時短遊技状態へ移行するか否かの情報を
サブ統合制御装置４２等へ送信する（Ｓ４３０）。その後にリターンする。
【００７０】
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　続いてサブ統合制御装置４２で実行される本発明に関わりの深いプログラム処理につい
て説明する。
　図１８に示す「演出内容決定処理」は、演出図柄表示装置２１の演出内容の決定、演出
ボタン１５やジョグダイヤル１６、十字ボタン１８などの操作手段を用いる特定の演出を
行なうか否か、更に操作手段を用いる特定の演出の内容などの決定を行う。
　この処理では先ずＳ５００の処理において、主制御装置４０より前記「当否判定処理」
のＳ３２１の処理（図１２）で発信された特図変動開始コマンド（変動コマンド）を受信
したか否かの確認を行う。コマンドの受信が確認できれば（Ｓ５００：ｙｅｓ）、特図の
当否判定の結果が大当りか否かを確認し（Ｓ５０１）、大当りであれば（Ｓ５０１：ｙｅ
ｓ）、Ｓ５０２の大当り時演出決定処理において大当り時の演出内容を決定し、大当りで
なければ（Ｓ５０１：ｎｏ）、Ｓ５０３のハズレ時演出決定処理においてハズレ時の演出
内容を決定する。
【００７１】
　前記大当り時演出決定処理（Ｓ５０２）或いはハズレ時演出決定処理（Ｓ５０３）では
、前記「当否判定処理」で決定された特図の大当り図柄又はハズレ図柄と特図の変動時間
（変動パターン）などによって演出内容が決定され、更に変動パターンに応じてリーチ演
出などの特定の演出を行なうか否か、特定の演出を行なう場合には前記操作手段を演出に
利用するか否か、その場合の演出手段の操作の指示内容等が決定される。尚、特定の演出
として、大当りとなるリーチ演出、ハズレとなるリーチ演出時に操作手段を用いた演出を
行なうように決定される。該演出の内容としては、演出ボタン１５が操作不能にロックさ
れ、該ロックを解除するために十字ボタン１８を操作させる指示を行い、該指示通りに十
字ボタン１８が操作されることを条件（ロック解除条件）に、演出ボタン１５のロックを
解除して、演出ボタン１５の操作によりリーチから大当りとなるか否かの当否判定の結果
の示唆演出（即ち、リーチの信頼度の示唆演出）を行なう。
　Ｓ５０２の処理又はＳ５０３の処理の後、Ｓ５０４の変動開始処理において、演出図柄
制御装置４３を介して演出図柄表示装置２１にて特図の変動ともに演出表示を開始させる
。
【００７２】
　図１９に示す「条件選択処理」は、前記特定の演出時に、演出ボタン１５を操作不能に
ロックする処理、および該ロックを解除するための解除条件の選択処理を行う。この処理
では、先ずＳ６００の処理において演出図柄表示装置２１に前記条件の選択する選択画面
（解除条件の選択表示）を表示中であるか確認する。
【００７３】
　この場合、図２３（ａ）に示す演出図柄表示装置２１の表示画面の条件操作表示２１１
のように、前記解除条件の選択表示として、複数の条件操作、即ち十字ボタン１８を操作
させる複数の操作指示を表示し、これらの中から一つの条件を遊技者に選択させる。
　複数の条件は、操作回数の少ない条件から多い条件へと三段階（操作回数３回、４回、
５回）の条件が設けてある。これらの条件の相違点は、条件を達成して演出ボタン１５を
操作した後の前記当否判定の示唆演出の内容が異なる。例えば、操作回数３回の条件達成
後の示唆演出では前記示唆演出をキャラクタ（キャラ）の表情で示す簡単な演出であり、
操作回数の多い条件を達成するほど、前記示唆をセリフで表したり信頼度（数字）で表し
て示唆を明確にする構成としてある。このように遊技者は望む示唆演出を目指して条件を
選択する。
【００７４】
　尚、前記三段階の条件では、図２４に示すように、各段階に応じて複数の操作指示が設
定してある。例えば、操作回数３回で示唆演出にキャラクタを使用する条件では「右→左
→右」や「上→下→右」など、操作回数４回で示唆にセリフを使用する条件では「右→左
→上→下」や「右→左→右→下」など、操作回数５回で示唆に数値を使用する条件では「
上→下→上→下→右」や「下→左→上→右→左」などを設ける。
　そして、演出図柄表示装置２１へ前記条件操作表示２１１を表示する際に、各段階から
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それぞれ一つずつの条件を選ぶ。
【００７５】
　図１９に戻って、Ｓ６０１の処理では演出ボタン１５をロックするためのロックフラグ
が「０」であるか確認し、フラグが「０」であれば（Ｓ６０１：ｙｅｓ）、演出ボタン１
５のロック処理を行う（Ｓ６０２）。この処理では前記演出ボタンロックソレノイド５５
４を駆動して前記ロック部材５５５を前記ボタンフランジの外周下端部１５２の下へ進出
せしめて、演出ボタン１５の押圧操作（押下げ）を不能とする。
【００７６】
　続いて前記ロックフラグに「１」をセットする（Ｓ６０３）。
　次にＳ６０４の処理において、演出図柄表示装置２１に演出ボタン１５が操作不能にロ
ックされたことを表示する（図２３（ａ）（ｂ）のテロップ表示２１０を参照）。
　またＳ６０５の処理において、遊技者が前記条件を選択する制限時間を設定し、カウン
トを開始する（図２３（ａ）の制限時間表示２１２を参照）。
　尚、条件選択表示が行われてから、演出ボタン１５がロックされたことを報知する制御
構成となっているが、ほんの僅か時間で、これらの処理が行われるため、遊技者には、選
択条件の表示とボタンがロックされたことの報知が同じタイミングで行われたように思え
る。
　実際に、条件選択表示とボタンがロックされたことの報知を同時に行う構成にしてもよ
い。
【００７７】
　続くＳ６０６の処理では、前記条件を選択するために遊技者が十字ボタン１８の操作を
行なったか否かを確認する。操作があれば（Ｓ６０６：ｙｅｓ）、選択条件移動処理を行
い（Ｓ６０７）、演出図柄表示装置２１において選択条件を指す矢印表示を移動する（図
２３（ａ）（ｂ）の符号２１１の矢印を参照）。
【００７８】
　前記Ｓ６０６の処理において操作がなければ（Ｓ６０６：ｎｏ）、前記制限時間が経過
したか確認し（Ｓ６０８）、経過していれば（Ｓ６０８：ｙｅｓ）、Ｓ６０９の処理にお
いて前記条件を決定する（図２３（ｂ）を参照。尚、図２３において、符号２１３は前記
特図に対応する三桁の擬似図柄のリーチ表示を示す）。条件決定は前記制限時間のタイム
アップ時に前記矢印が示す条件に決定される。また、Ｓ６０９の処理において、前記決定
された条件に対応する操作指示を、演出図柄制御装置４３を介して演出図柄表示装置２１
に表示せしめる。
【００７９】
　図２０に示す「操作指示演出処理」は、先ずＳ７００の処理で、演出図柄表示装置２１
において前記操作指示が演出表示中であるか確認する。表示中であれば、前記条件の達成
を目指して前記操作指示に応じた遊技者による十字ボタン１８の操作がなされた否かを確
認する（Ｓ７０１）。操作があれば（Ｓ７０１：ｙｅｓ）、該操作が指示通りであるか確
認し（Ｓ７０２）、指示通りであれば（Ｓ７０２：ｙｅｓ）、操作が完了したか確認する
（Ｓ７０３）。この場合、Ｓ７０２の処理では条件の操作回数が３回であれば、操作回数
ごとに操作の確認を行い、Ｓ７０３の処理では３回の操作の全てが完了した確認する。
【００８０】
　前記Ｓ７０３の処理において操作完了でなければ（Ｓ７０３：ｎｏ）、指示内容更新処
理を行う（Ｓ７０４）。例えば、操作指示が「上→下→右」表示であり、前記Ｓ７０３の
処理で「上」の操作が確認された後、Ｓ７０４の処理で操作指示が「下→右」に更新され
る。
【００８１】
　前記Ｓ７０３の処理において操作完了であれば（Ｓ７０３：ｙｅｓ）、Ｓ７０５のロッ
ク解除処理において、演出ボタン１５の操作不能状態でのロックを解除する。この場合、
前記ロック部材５５５を前記ソレノイド５５４により後退させて、演出ボタン１５の押圧
操作を可能とする。
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　そしてＳ７０６の処理において、演出図柄制御装置４３を介して演出図柄表示装置２１
に、前記条件を達成することができ、演出ボタン１５のロック解除が成功したことを表示
せしめる。また前記ロックフラグを「０」にリセットする（Ｓ７０７）。
【００８２】
　前記Ｓ７０１の処理において十字ボタン１８の操作がなく（Ｓ７０１：ｎｏ）、かつ前
記条件を達成することが可能な制限時間が終了している（Ｓ７０８：ｙｅｓ）場合、又は
前記Ｓ７０２の処理において操作が指示通りでない（Ｓ７０２：ｎｏ）場合は、Ｓ７０９
の処理において、演出図柄制御装置４３を介して演出図柄表示装置２１に、前記条件を達
成することがでず、演出ボタン１５のロック解除がなされないことを表示せしめる。
【００８３】
　図２１に示す「信頼度報知可能演出時処理」は、先ずＳ８００の処理において、前記条
件が達成されたか否かの判定処理（前記操作指示演出処理）が終了して、信頼度報知可能
演出が開始されたか否かを確認する。前記演出開始が確認できれば（Ｓ８００：ｙｅｓ）
、前記ロックフラグを見て前記条件が達成されていないか確認する（Ｓ８０１）。即ちロ
ックフラグが「１」で、条件が達成されていない場合は（Ｓ８０１：ｙｅｓ）、続くＳ８
０２の理由報知処理において、前記条件が達成されておらず、演出ボタン１５の操作が不
能であり、当否判定の示唆を行なう信頼度の表示演出はなされないことを、演出図柄制御
装置４３を介して演出図柄表示装置２１に表示せしめる。
【００８４】
　続くＳ８０３の処理では、前記Ｓ８０１において前記条件が達成されている、いないに
関わらず、演出ボタン１５の前記検出ＳＷ５５０を有効にする。そしてＳ８０４の処理に
おいて、演出ボタン１５を操作させるように操作指示を出す演出を開始し、演出図柄制御
装置４３を介して演出図柄表示装置２１に前記演出ボタン１５の操作指示を表示せしめる
。
　このように、前記条件が達成されている、いないに関わらず、演出ボタン１５の検出Ｓ
Ｗ５５０を有効にされるが、前記条件が達成されていなければ演出ボタン１５の押圧操作
ができず前記検出ＳＷを作動させることができない。よって前記当否判定の示唆を行なう
信頼度は表示されない。
　尚、前記条件が達成されていなければ、前記Ｓ８０４の前記操作指示表示において操作
ができないことを表示する。
【００８５】
　図２２に示す「信頼度報知演出処理」は、先ずＳ９００の処理において、前記演出ボタ
ン１５の操作指示が演出表示中であるか確認し、表示中であれば（Ｓ９００：ｙｅｓ）、
演出ボタン１５の操作が有効な有効期間であるか確認し（Ｓ９０１）、有効期間であれば
（Ｓ９０１：ｙｅｓ）、演出ボタン１５が操作されたか否か確認する（Ｓ９０２）。
　演出ボタン１５の操作が確認できれば（Ｓ９０２：ｙｅｓ）、続くＳ９０３の処理にお
いて、演出図柄制御装置４３を介して演出図柄表示装置２１に前記当否判定の示唆を行な
う信頼度を報知させる。この場合表示される信頼度は、遊技者が選択した条件によって、
前記キャラクタ、又は前記セリフ、又は数値で示される。その後、前記有効期間を終了す
る（Ｓ９０４）。
【００８６】
　前記Ｓ９０２の処理において、前記演出ボタン１５が操作不能にロックされた状態を含
み、演出ボタン１５の操作が確認できなければ（Ｓ９０２：ｎｏ）、前記有効期間が終了
したか確認し（Ｓ９０５）、期間終了を確認すると（Ｓ９０５：ｙｅｓ）、Ｓ９０６の信
頼度非報知処理において前記信頼度が表示されないこと示す演出が行われる。
　続くＳ９０７の処理において、前記ロックフラグが「１」であるか確認し、「１」であ
れば（Ｓ９０７：ｙｅｓ）、前記演出ボタンロックソレノイド５５４により前記ロック部
材５５５を後退させて演出ボタン１５のロックを解除する（Ｓ９０８）。そしてロックフ
ラグを「０」にリセットする（Ｓ９０９）。
【００８７】
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　図２５は、前記解除条件として前記キャラクタに関する条件が遊技者により選択された
後に、前記操作指示の演出（図２０のＳ７００の処理を参照）から信頼度の報知処理又は
非報知処理（図２２のＳ９０３の信頼度報知処理、又はＳ９０６の信頼度非報知処理を参
照）に関する一連の表示態様を示す。
　前記操作指示の演出の開始では、図２５（ａ）に示すように、演出表示装置２１の表示
画面に、選択された「上下右」の操作表示２１１と、十字ボタン１８により前記操作表示
２１１通りの操作を要求するテロップ表示２１０、十字ボタン１８を操作可能な制限時間
表示２１２、および前記特図に対応する三桁の擬似図柄のリーチ表示２１３を表示する。
【００８８】
　遊技者により十字ボタン１８が指示通りに操作され、前記解除条件が達成されて演出ボ
タン１５のロックが解除されると、図２５（ｂ）に示すように、演出表示装置２１の表示
画面に、ロック解除が成功したことを示すテロップ表示２１０を表示する（図２０のＳ７
０６のロック解除成功表示処理を参照）。
　続いて、図２５（ｃ）に示すように、演出ボタン１５の操作を指示するボタン操作表示
２１４と、演出ボタン１５の操作が有効な有効期間を示す有効期間表示２１５を表示する
（図２１のＳ８０４の演出ボタン操作指示演出開始処理を参照）。
【００８９】
　そして前記有効期間内に演出ボタン１５が操作される（押される）と、図２５（ｄ）に
示すように、この演出に対応する特図の図柄変動（当否判定）の結果が大当りとなるか否
かを、キャラクタの表情により示唆するキャラクタ表示２１６を行う（図２２のＳ９０３
の信頼度報知処理を参照）。この場合、キャラクタの表情として、泣き顔、普通顔、笑顔
（図例）など複数の種類（３種類）の表情を設け、順に大当りの可能性が高くなることを
示す。
【００９０】
　一方、前記操作指示の演出の開始（図２５（ａ））で、十字ボタン１８が指示通りに操
作されずに前記解除条件が達成されなければ、図２５（ｅ）に示すように、ロック解除が
失敗したことを示すテロップ表示２１０を表示する（図２０のＳ７０９のロック解除失敗
表示処理を参照）。
　続いて、図２５（ｆ）に示すように、解除条件が達成されず演出ボタンが操作不能であ
ることを示すテロップ表示２１０と、演出ボタン１５が操作不可であることを示すボタン
操作不可表示２１７と、演出ボタン１５の操作が有効な有効期間を示す有効期間表示２１
５を表示する（図２１のＳ８０２の理由報知処理を参照）。
　尚、図２５（ｆ）に示すように、演出ボタン１５がロックされても有効期間は発生する
ので、図２５（ｃ）と同様、有効期間表示２１５は時間経過とともに変化していく。
【００９１】
　そして前記有効期間が終了すると、図２５（ｇ）に示すように、冷や汗顔のキャラクタ
表示２１６を行ない、この演出に対応する特図の図柄変動（当否判定）の結果が大当りと
なるか否かを示唆していないことを示す（図２２のＳ９０６の信頼度非報知処理を参照）
。
　また、図２５（ｃ）で演出ボタンが押されなかったら、図２５（ｇ）と同様の表示を行
うようにしてもよいし、演出ボタン１５の操作を指示するボタン操作表示２１４と、演出
ボタン１５の有効期間表示２１５とが消え、キャラクタ２１６がそのまま残っている表示
を行うようにしてもよい。
【００９２】
　図２６は、前記解除条件として前記セリフに関する条件が選択された場合の前記操作指
示の演出から前記信頼度の報知処理又は非報知処理に関する一連の表示態様を示す。本表
示態様の基本的な表示構成は前記図２５に示す表示態様とほぼ同じで、相違点を中心に説
明する。
　図２６（ａ）に示すように、前記操作指示の演出の開始では、演出表示装置２１の表示
画面の中央に、選択された操作表示２１１として「右左右下」の操作指示が表示される。
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【００９３】
　図２６（ｂ）、（ｃ）に示す前記Ｓ７０６のロック解除成功表示処理に対応する表示、
および前記Ｓ８０４の演出ボタン操作指示演出開始処理に対応する表示は、前記キャラク
タに関する条件選択時の表示態様と同様で、これらの説明を省略する。
【００９４】
　そして、ロック解除が成功し、有効期間内に演出ボタン１５が操作される（押される）
と、図２６（ｄ）に示すように、前記Ｓ９０３の信頼度報知処理に対応する表示において
、この演出に対応する特図の図柄変動（当否判定）の結果が大当りとなるか否かを、キャ
ラクタのセリフにより示唆するセリフ表示２１８がなされる。この場合、キャラクタのセ
リフとして、さむい、普通、熱い（図例）、激熱、超激熱などの複数種類（５種類）のセ
リフを設け、順に大当りの可能性が高くなることを示す。このように、５種類のセリフに
より大当りの可能性を示すので、図２５（ｄ）に示す３種類の顔表情よりも具体的（明確
）な表現ができる。
【００９５】
　一方、前記操作指示の演出の開始（図２６（ａ））で、十字ボタン１８が指示通りに操
作されずに前記解除条件が達成されないときの図２６（ｅ）、（ｆ）に示す前記Ｓ７０９
のロック解除失敗表示処理に対応する表示、および前記Ｓ８０２の理由報知処理に対応す
る表示は、前記キャラクタに関する条件選択時の表示態様と同様で、これらの説明を省略
する。
【００９６】
　そして前記有効期間が終了すると、図２６（ｇ）に示すように、前記Ｓ９０６の信頼度
非報知処理に対応する表示において、無言のセリフ表示２１８を行ない、この演出に対応
する特図の図柄変動（当否判定）の結果が大当りとなるか否かを示唆していないことを示
す。
　また、図２６（ｃ）で演出ボタン１５が押されなかったら、図２６（ｇ）と同様の表示
を行うようにしてもよいし、演出ボタン１５の操作を指示するボタン操作表示２１４と、
演出ボタン１５の有効期間表示２１５とが消え、キャラクタ２１６がそのまま残っている
表示を行うようにしてもよい。
【００９７】
　また図２７は、前記解除条件として前記数字（信頼度）に関する条件が選択された場合
の前記操作指示の演出から前記信頼度の報知処理又は非報知処理に関する一連の表示態様
を示す。本表示態様の基本的な表示構成は前記図２５に示す表示態様とほぼ同じで、相違
点を中心に説明する。
　図２７（ａ）に示すように、前記操作指示の演出の開始では、演出表示装置２１の表示
画面の中央に、選択された操作表示２１１として「下左上右左」の操作指示が表示される
。
【００９８】
　図２７（ｂ）、（ｃ）に示す前記Ｓ７０６のロック解除成功表示処理に対応する表示、
および前記Ｓ８０４の演出ボタン操作指示演出開始処理に対応する表示は、前記キャラク
タに関する条件選択時の表示態様と同様で、これらの説明を省略する。
【００９９】
　そして、ロック解除が成功し、有効期間内に演出ボタン１５が操作される（押される）
と、図２７（ｄ）に示すように、前記Ｓ９０３の信頼度報知処理に対応する表示において
、この演出に対応する特図の図柄変動（当否判定）の結果が大当りとなるか否かを、信頼
度のパーセンテージにより示唆する数字表示２１９がなされる。この場合、パーセンテー
ジとして、１０％、２０％・・・・９０％（図例）、１００％などの複数種類（１０種類
）の数値を設け、順に大当りの可能性が高くなることを示す。このように、１０種類のパ
ーセンテージにより大当りの可能性を示すので、図２６（ｄ）に示す５種類のセリフより
も更に具体的（明確）な表現ができる。
【０１００】
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　一方、前記操作指示の演出の開始（図２７（ａ））で、十字ボタン１８が指示通りに操
作されずに前記解除条件が達成されないときの図２７（ｅ）、（ｆ）に示す前記Ｓ７０９
のロック解除失敗表示処理に対応する表示、および前記Ｓ８０２の理由報知処理に対応す
る表示は、前記キャラクタに関する条件選択時の表示態様と同様で、これらの説明を省略
する。
【０１０１】
　そして前記有効期間が終了すると、図２７（ｇ）に示すように、前記Ｓ９０６の信頼度
非報知処理に対応する表示において、数字なしの数字表示２１９を行ない、この演出に対
応する特図の図柄変動（当否判定）の結果が大当りとなるか否か示唆していないことを示
す。
　また、図２７（ｃ）で演出ボタン１５が押されなかったら、図２７（ｇ）と同様の表示
を行うようにしてもよいし、演出ボタン１５の操作を指示するボタン操作表示２１４と、
演出ボタン１５の有効期間表示２１５とが消え、キャラクタ２１６がそのまま残っている
表示を行うようにしてもよい。
【０１０２】
　図２８（ａ）、（ｂ）に基づいて本パチンコ機の前記特定の演出における演出ボタンの
ロックに関するタイミングチャートを説明する。
　図２８（ａ）に示すように、Ｃ演出中において前記操作指示の演出の開始時（ａ時点）
で、演出ボタン１５がロックされたことの報知と前記解除条件の操作指示が表示されると
同時にロック手段（ロック部材５５５とロックソレノイド５５４）が作動して演出ボタン
１５がロックされる。
【０１０３】
　そして判定期間内に、十字ボタン１８により前記操作指示通りの操作がなされて条件が
達成された場合、前記判定期間の終了時に演出ボタン１５のロックが解除される。その後
、有効期間ｂ内に演出ボタン１５が操作されれば前記当否判定の示唆演出が行なわれる。
【０１０４】
　一方、図２８（ｂ）に示すように、判定期間内に、十字ボタン１８により前記操作指示
通りの操作がなされずに条件が達成されなかった場合、前記判定期間から前記有効期間ｂ
の終了時まで演出ボタン１５がロックされており、演出ボタン１５の操作が不能であるた
め、ｃ期間に条件が達成されずに演出ボタン１５が操作できないことを報知せしめる。勿
論、前記示唆演出は行なわれない。
【０１０５】
　また本パチンコ機において、前記構成では演出ボタン１５がロックされた後に、解除条
件が達成されると、演出ボタン１５のロックを解除するが、これに限らず、解除条件が達
成されなければ演出ボタン１５をロックするように構成してもよい。
　即ち、図２８（ｃ）に示すように、Ｃ演出中において前記操作指示の演出の開始時（ａ
時点）で、演出ボタン１５がロックされることの報知と前記解除条件の操作指示を表示し
、判定期間を開始する。
【０１０６】
　そして判定期間内に、十字ボタン１８により前記操作指示通りの操作がなされて条件が
達成された場合、演出ボタン１５はロックされず、その後、有効期間ｂ内に演出ボタン１
５が操作されれば前記当否判定の示唆演出が行なわれる。
【０１０７】
　一方、図２８（ｄ）に示すように、判定期間内に、十字ボタン１８により前記操作指示
通りの操作がなされずに条件が達成されなかった場合、前記判定期間の終了時に演出ボタ
ン１５がロックされ、前記有効期間ｂの終了時まで演出ボタン１５がロックされるので、
演出ボタン１５の操作が不能であるため、ｃ期間に条件が達成されずに演出ボタン１５が
操作できないことを報知せしめる。勿論、前記示唆演出は行なわれない。
【０１０８】
　尚、図２８（ｃ）、（ｄ）に示すタイミングチャートの構成では、図２９に示すように



(21) JP 2014-42816 A 2014.3.13

10

20

30

40

50

、条件の選択画面において、テロップ表示２１０として、ボタンがロックされること。ロ
ックを回避する条件を選択させる指示表示を行う。尚、表示において、この時点では演出
ボタン１５はまだロックされていないので、条件の呼称はロック回避条件とする。
【０１０９】
　図２８（ａ）、（ｂ）に示すタイミングチャートの構成および図２８（ｃ）、（ｄ）に
示すタイミングチャートの構成に関わらず本実施形態のパチンコ機によれば、リーチ演出
時に、十字ボタン１８を指示通りに操作して、演出ボタン１５のロックを解除(回避)する
条件を達成することで演出ボタン１５が操作でき、これにより大当りの信頼度が演出表示
されるので、遊技者は前記条件を達成させようと努力することなる。その努力の成果によ
って演出ボタンが操作できるようになるので、遊技者が演出ボタンを操作することへ関心
度を高めることができ、遊技者の操作意欲を増大させることができる。これにより、演出
ボタンなどの操作手段を有効に活用することができ、操作手段の価値を高めることができ
る。
　また、演出ボタン１５を操作不能にロックするのに、進退可能に設けられたロック部材
５５５により演出ボタン１５の押圧操作による下方への移動を阻止して接点同士の接触や
センサによる検知を不可としたので、遊技者に明らかに演出ボタン１５が操作できないと
認識させることができる。
　演出ボタン１５のロックを解除（回避）する条件を達成するのに十字ボタン１８の操作
を用いたので、解除(回避)条件を達成するのに遊技者の頑張り次第で達成させることがで
き、遊技者の条件達成に対する意欲を向上させることができる。
　尚、演出ボタン１５のロックを解除（回避）する条件として、十字ボタン１８の操作に
限らず、始動口へ所定の数の遊技級を入賞させる条件や、所定の普通入賞口へ入賞させる
条件など、その他に遊技者が可及的に行動することで達成が可能なできる条件を設定する
。勿論、制限時間を設ける。
【０１１０】
　更に、演出ボタン１５のロックを解除（回避）する条件を複数種類設け、一つの条件を
遊技に選択させるようにしたので遊技の趣向性が増す。例えば、遊技者がこの変動は当り
じゃないかと強く思える変動(遊技の進行状況)であれば、条件の成立が難しい所定の条件
を選んだり、あまり当る気がしないと思うような変動であった場合には、条件の成立が簡
単な所定の条件を設定することが可能となる。
【０１１１】
　更にまた、前記解除(回避)条件が達成できなかった場合には、条件が未達成のために演
出ボタン１５がロックされて操作ができないことを報知するので、遊技者が、ボタンの故
障などと勘違いする恐れもないほか、次回から条件を達成しようと頑張るようになる。
【０１１２】
　本実施形態のパチンコ機の他の構成として、図３０に示すように、リーチ演出として、
複数種類の演出、例えば、「犬リーチ」、「猫リーチ」、「猿リーチ」を設け、これらの
リーチごとに大当りとなる信頼度を相違させる構成としてもよい。
　図例では、「犬リーチ」で演出ボタン１５をロックする演出の信頼度を６０％、非ロッ
クでは１５％とされ、「猫リーチ」のロック時では５０％、非ロックで１０％とされ、「
猿リーチ」のロック時で４０％、非ロックで５％とされる。
　尚、図３０の説明でロックとは、演出ボタン１５をロックすると決定された場合、つま
り、条件が解除されなかったらロックする場合のことであり、条件成立してロックを解除
又は回避された場合も含まれる。
【０１１３】
　前記他の構成によれば、遊技者に、どのリーチ演出であれば、演出ボタン１５がロック
される確率が高い、あるいは、ロックされる確率が低いというように思わせることができ
る。この場合、例えばあるリーチ演出でロックされた方が大当りとなる信頼度を高く設定
するなどすれば、「ロックを解除するのは面倒だが、ロックされて欲しい」といった、今
までにない新しい感情を遊技者に与えることができる。
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　尚、信頼度とは、あるリーチ演出が行われた時の大当りになる場合の出現率とはずれに
なる場合の出現率を合算した全体出現率に対し、大当りになる場合の出現率の割合を示す
ものである。このため、大当り信頼度は、全体出現率に対して大当りになる場合の出現率
の割合が高いほど高くなる。
【０１１４】
　次に本発明の他の実施形態について説明する。前記実施形態では、一回の特図の変動(
演出)の間に、演出ボタン１５のロック、該ロックを解除条件の達成操作、条件達成か否
かの判定、達成時のロック解除、演出ボタン１５の操作、信頼度の表示を行う演出を実行
しているが、これに限らず、図３１に示すように、複数の特図の変動(演出)に跨って前記
演出を行うように構成してもよい。つまり、先読み判定によって、特定の値があった場合
に、Ｃ演出を行うことが決定され、その前の特図の変動（Ａ演出又はＢ演出）によって、
条件などを報知する構成である。
【０１１５】
　図３１（ａ）（ｂ）は演出ボタン１５を操作不能にロックした後に、解除条件が達成さ
れたか否かを判定し、条件が達成されたら前記ロックを解除する構成である。特図の１回
の変動でＡ演出が行われ、違う特図の１回の変動でＢ演出が行われ、更に違う特図の１回
の変動でＣ演出が行われる。
　図３１（ａ）に示すように、Ａ演出のａ時点で、演出ボタン１５がロックされたことの
報知と前記解除条件の操作指示が表示されると同時にロック手段（ロック部材５５５とロ
ックソレノイド５５４）が作動して演出ボタン１５がロックされる。
【０１１６】
　そしてＡ演出の判定期間内に、十字ボタン１８の操作がなされて条件が達成された場合
、前記判定期間の終了時に演出ボタン１５のロックが解除される。その後、Ｂ演出を行い
後のＣ演出の有効期間ｂ内に演出ボタン１５が操作されれば大当りになるか否かの信頼度
を示す示唆演出が行なわれる。
【０１１７】
　一方、図３１（ｂ）に示すように、Ａ演出の判定期間内に、条件が達成されなかった場
合、前記ａ時点からＢ演出後のＣ演出の有効期間ｂの終了時まで演出ボタン１５がロック
されており、演出ボタン１５の操作が不能であるため、Ｃ演出のｃ期間に条件が達成され
ずに演出ボタン１５が操作できないことを報知せしめる。勿論、前記示唆演出は行なわれ
ない。
【０１１８】
　図３１（ｃ）（ｄ）は演出ボタン１５のロックを回避する条件が達成されたか否かを判
定し、条件が達成されたら前記ロックをしない（回避）する構成である。
　即ち、図３１（ｃ）に示すように、Ａ演出のａ時点で、演出ボタン１５がロックされる
ことの報知と前記回避条件の操作指示を行い、判定期間を開始する。
　そしてＡ演出の判定期間内に、十字ボタン１８により前記操作指示通りの操作がなされ
て条件が達成された場合、演出ボタン１５はロックされず、その後、Ｂ演出を行い後のＣ
演出の有効期間ｂ内に演出ボタン１５が操作されれば大当りになるか否かの信頼度を示す
示唆演出が行なわれる。
【０１１９】
　一方、図３１（ｄ）に示すように、Ａ演出の判定期間内で条件が達成されなかった場合
、Ｂ演出の後のＣ演出の開始時に演出ボタン１５がロックされ、Ｃ演出の有効期間ｂの終
了時まで演出ボタン１５がロックされるので、演出ボタン１５の操作が不能であるため、
ｃ期間に条件が達成されずに演出ボタン１５が操作できないことを報知せしめる。勿論、
前記示唆演出は行なわれない。
【０１２０】
　これによれば、解除(回避)条件の達成から演出ボタン１５の操作までの時間的にゆとり
があるので、遊技者は、あわてずに条件成立にむけて努力することができるようになる。
【０１２１】
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　前記実施形態および他の実施形態のいずれにおいても、ロック機構の構造上、遊技者に
より演出ボタン１５が操作し（押し）続けられた状態では演出ボタン１５をロックできな
い。そこで、図２８（ｂ）、（ｄ）および図３１（ｂ）、（ｄ）に示したように、有効期
間が発生するよりも前に演出ボタン１５のロックを行う構成としている。尚、より確実に
ロックするには図２８（ｄ）および図３１（ｄ）のように有効期間ｃの少し前からロック
する構成よりも、図２８（ｂ）および図３１（ｂ）のように解除条件の報知と同時、又は
、報知した直後に演出ボタンをロックすることが望ましい。
【０１２２】
　尚、本発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲でさまざまに実施できることは勿論である。例えば、大当りの信頼度を示唆させるのに
ジョグダイヤル１６を用いる構成でもよい。
　この場合、ジョクダイヤル１６を操作不能にロックするロック部材が必要であり、該ロ
ック部材として図３２に示すように、ジョグダイヤル１６の四方に円弧上のブレーキ１６
１を設ける。これらのブレーキ１６１は、通常、ジョグダイヤル１６から離間しており、
ロック時にジョグダイヤル１６を四方ら締め付けるように当接してジョグダイヤル１６の
回転操作を不能とする。
　また本発明は、機台内に所定数の遊技球が封入され、封入された遊技球を遊技盤の遊技
領域に向けて発射するとともに、発射された遊技球を回収し、回収した遊技球を再度発射
することで内部の所定数の遊技球を循環的に使用して遊技を行う封入式パチンコ機に適用
してもよい。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　パチンコ機（弾球遊技機）
　１５　演出ボタン（操作手段、第１の操作手段）
　１６　ジョグダイヤル（操作手段）
　１８　十字ボタン（第２の操作手段）
　２　遊技盤
　２１　演出図柄表示装置
　２３Ａ　第１特別図柄始動口（始動口）
　２３Ｂ　第２特別図柄始動口（始動口）
　２６　特別図柄表示装置
　４０　主制御装置（大当り判定手段、先読み判定手段）
　４２　サブ統合制御装置（ロック報知手段、解除手段、条件報知手段、条件判定手段、
選択手段、演出選択手段、ロック判定手段、操作不能報知手段、）
　５５４演出ボタンロックソレノイド（ロック手段）
　５５５　ロック部材（ロック手段）
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